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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
洗濯衣類を投入する回転ドラムを回転自在に収容する水槽と、前記水槽を揺動自在に収容
する洗濯機筐体と、前記水槽内に給水する給水手段と、前記水槽内の洗濯水を排水または
止水する排水弁と、前記排水弁の下流側に構成した排水ポンプと、前記排水弁と前記排水
ポンプの間に配設した糸屑等の異物を捕獲するフィルター体と、前記フィルター体を回転
方向及び軸方向に操作可能なつまみを有するキャップと、前記フィルター体および前記キ
ャップを内包するフィルターケースと、前記フィルターケースに取り付けたリードスイッ
チと、前記リードスイッチに対応する位置の前記キャップに取り付けた磁性体と、前記フ
ィルター体と前記フィルターケースとで水封するフィルター装置と、前記排水弁と前記フ
ィルター装置をつなぐホースと、前記排水ポンプから機外へ洗濯水を排出するための排水
ホースと、洗濯のコースおよび時間等を表示するための表示手段と、洗濯、すすぎ、脱水
等の一連の行程を制御する制御装置とを備え、前記キャップは、前記洗濯機筐体外方より
着脱操作できるように装着し、前記キャップの操作で前記フィルター体の水封をした状態
のときに、前記キャップに取り付けた前記磁性体が、前記リードスイッチに対応してＯＮ
となるように構成し、前記制御装置は、行程のスタート信号が入力された時、前記水槽内
に洗濯水を給水する給水行程以前、および洗濯行程で、前記リードスイッチからのＯＮ信
号が入力されない場合には、行程の進行を停止し前記表示手段に異常報知をする構成とし
、すすぎ行程以降の前記排水弁を開く動作を有する行程で、前記リードスイッチからのＯ
Ｎ信号が入力されない場合には、行程の進行を停止し前記表示手段に異常報知すると共に
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、前記排水弁を閉じ、前記排水ポンプを駆動させて前記排水弁と前記排水ポンプの間の水
を排水する構成にしたドラム式洗濯機。
【請求項２】
制御装置は、行程の途中でリードスイッチからのＯＮ信号が入力されなくなり、その後再
度ＯＮ信号が入力された場合、もとの行程動作に戻る設定にした請求項１に記載のドラム
式洗濯機。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、排水中に含まれる糸屑等の異物を捕獲するフィルター装置を有するドラム式
洗濯機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来この種の洗濯機は、排水中に衣類からの糸屑や、ゴミなどの異物が混ざった状態で
排出され、洗濯機本体の排水ポンプや排水弁、排水経路、更には、洗濯機設置家屋の下水
等に通じる排水管路に詰まる不具合を防止する為に、上記の糸屑などを捕獲するフィルタ
ー装置が従来から提案されてきた（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　図４は、特許文献１に記載された従来のドラム式洗濯機の断面を示すものである。
【０００４】
　図４において、洗濯機筐体２０１内に支持された水槽２０４と、水槽２０４内に回転可
能に配設した回転ドラム２０５と、水槽２０５に溜まった洗濯水を排水するために水槽２
０５の下部に配設された排水経路２１１と、排水経路２１１の下流部に備わる排水用の排
水ポンプ２１０と、排水ポンプ２１０から製品外へ排出する排水ホース２２７と、排水経
路２１１と排水ポンプ２１０の間に配設される糸屑等の異物を捕獲する複数のアーム部２
２１を有するフィルター体２２０が構成されている。
【０００５】
　上記構成では、洗濯動作中、常に洗濯水が水槽２０４から排水ポンプ２１０および排水
ホース２２７まで満たされている状態であるが、排水ホース２２７を製品下部から上部側
へ引き回すことで、洗濯中に洗濯水が機外へ排出されることを抑制する構造である為、洗
濯行程中にはフィルター体２２０から異物の除去は出来ない構成であった。
【０００６】
　一方、フィルター装置に捕獲した糸屑や、ゴミなどの異物などを処理する構成について
は、洗濯機筐体の前方より蓋体を開放して除去を行い、再び水漏れの無い様に元の状態に
　蓋体を戻す構成の提案がなされている（例えば、特許文献２参照）。
【０００７】
　図５は、特許文献２に記載された従来の洗濯機の外観図を示すものであり、図６は同洗
濯機のフィルター装置周辺の斜視図であり、蓋体を開放した状態を示し、図７は、同洗濯
機のフィルター装置の蓋体部分の正面図である。
【０００８】
　図５に示すように、洗濯機の洗濯機筺体１１２の前面右下方に、蓋体１０１を配し、そ
の内方にフィルター装置を構成している。
【０００９】
　図６に示すように、上記の蓋体１０１は開閉自在に構成され、図６は、開放した状態を
示し、蓋体１０１は、通常プラスチック成形部材として製作され、構造は下端で回動可能
に軸支され、該下端を中心に上端側が矢印Ｆの方向に閉じるようになっている。蓋体１０
１の背面には、傾斜して伸びる１条のリブ１０２と、先端が鉤状に加工されたフック１０
３とを突設している。また、蓋体１０１の内方には、フィルター装置を洗濯機筺体１１２
から取り出し作業や、装着などを操作するためにキャップ１０６が配置され、キャップ１
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０６を回転させるための把持部１０６ｂが一体に突設されている。
【００１０】
　このような構成のフィルター装置では、キャップ１０６を回転させて緩めて、内方の異
物を捕獲したフィルター体（図示せず）を取り出し、掃除除去した後再びキャップ１０６
を正常に元の位置に締着することにより、この部分からの漏水を防止させなければならな
い。そのために、この従来例では、以下の構成による漏水防止をおこなっている。
【００１１】
　図７の蓋体１０１の正面図は、蓋体１０１が正しく閉じた状態を示している。即ち把持
部１０６ｂの中心角θが略９０度の位置にあるとき、図６の矢印Ｆの方向に蓋体１０１を
閉じてゆくと、図７の破線で示すように蓋体１０１のリブ１０２とキャップ１０６の把持
部１０６ｂが当接することなく蓋体１０１を完全に締め切る事ができて水漏れが防止でき
るとともに、同時にフック１０３の先端鉤状部が係止穴１０４に係止されるため、蓋体１
０１は容易に開かない。
【００１２】
　上記の正常な装着状態に対し、把持部１０６ｂの中心角θが９０度以外にある場合は、
蓋体１０１を閉じても、リブ１０２が把持部１０６ｂに当接してしまい、蓋体１０１を閉
じることが出来なくなる。従って、蓋体１０１が正常に閉じないことからキャップ１０６
の装着が不完全であることが検知されるため、使用者は把持部１０６ｂを再度操作しキャ
ップ１０６を回転させて適切な位置に締着し、漏水の無い状態に復帰させる事が出来る。
即ち蓋体１０１が正常に洗濯機筺体１１２に装着が出来ているか、あるいは出来ていない
か、を使用者が判断し漏水を未然に防止しようとする構成である。
【特許文献１】特開２００１－１０４６９０号公報
【特許文献２】特開２００２－２８２６１６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　しかしながら、特許文献１に示されたような従来の技術により実現されるドラム式洗濯
機は、常に洗濯水が排水経路２１１から排水ホース２２７まで満たされている状態である
ため、洗濯行程中にフィルター体２２０を開いた場合、フィルター体２２０が配設されて
いた部位から洗濯水が全て漏れ出し、拡大被害に至る可能性があるという課題があった。
【００１４】
　また、特許文献２に示されたような従来のフィルター装置構成では、キャップ１０６が
正しく装着され、漏水の防止が出来るか？出来ないか？の判断は、蓋体１０１が正しく洗
濯機筺体１１２に装着されているか？または装着されないか？という蓋体１０１の閉状態
の確認を、使用者が行うことが大前提になっている。
【００１５】
　しかし万一、使用者がフィルター部分からの異物除去などの掃除に関心が集中し、蓋体
１０１を閉じる作業を忘れてしまった場合には、漏水防止の確認ができなくなるというこ
とになる。
【００１６】
　あるいは、蓋体１０１の構造が必要条件の構成となっており、デザイン的あるいは部品
点数削減ということでの蓋体１０１の無い構造では、この構成は実現できなくなる。
【００１７】
　また、蓋体１０１は、一般にプラスチック成型材等で製作されており、その配置箇所は
通常洗濯機の下方部に構成されるので、使用者や洗濯機近傍を通過する家人の足先が当た
ったような場合、あるいは、使用者が、キャップ１０６の締め付け不良と認識せずに、無
理やり蓋体１０１を押し込もうとして、蓋体を破損したり、本体からの離脱という危惧も
あり、このような状態になると漏水防止確認ができなくなる。
【００１８】
　かかる洗濯機の操作は、操作は専門家でなく、一般には家庭の主婦等が操作するので、
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わかり易く簡略に漏水防止がなされねばならない。
【００１９】
　本発明は、上記課題を解決するもので、洗濯、すすぎ、脱水の全ての行程中にフィルタ
ー体が開いたとしても洗濯水の漏れを抑制し、安全に洗濯を行うドラム式洗濯機を提供す
ることを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　前記従来の課題を解決する為に、本発明のドラム式洗濯機は、回転ドラムを内設した水
槽を収容する洗濯機筐体と、前記水槽内の洗濯水を排水または止水する排水弁と、前記排
水弁の下流側に構成した排水ポンプと、前記排水弁と前記排水ポンプの間に配設した糸屑
等の異物を捕獲するフィルター体と、前記フィルター体の着脱用回キャップと、前記フィ
ルター体および前記キャップを内包するフィルターケースに取り付けたリードスイッチと
、前記リードスイッチに対応する位置の前記キャップに取り付けた磁性体と、前記フィル
ター体と前記フィルターケースとで水封する構成のフィルター装置と、運転状態を表示す
る表示手段と、一連の行程を制御する制御装置とを備え、前記キャップは、洗濯機筐体外
方より着脱操作できるように装着し、キャップの動作でフィルター体の水封をした状態の
ときに、前記キャップに取り付けた磁性体が、前記リードスイッチに対応してＯＮとなる
ように構成し、前記制御装置は、行程のスタート信号が入力された時、水槽内に洗濯水を
給水する給水行程以前、洗濯行程で、前記リードスイッチからのＯＮ信号が入力されない
場合には、行程の進行を停止し前記表示手段に異常報知をする構成とし、すすぎ行程以降
の前記排水弁を開く動作を有する行程で、前記リードスイッチからのＯＮ信号が入力され
ない場合には、行程の進行を停止し前記表示手段に異常報知すると共に、前記排水弁を閉
じ、前記排水ポンプを駆動させて前記排水弁と前記排水ポンプの間の水を排水する構成に
したものである。
【００２１】
　これによって、すすぎ行程や排水行程などのフィルター部に洗濯水が充満している行程
の場合で、フィルター部のキャップが正しく装着されていない状態が生じても、水漏れの
抑制が可能となり、以降の行程を水漏れなく進めることが出来、また、排水行程中等にフ
ィルターに異物が溜りすぎて排水異常を発生した場合でも処置が可能となる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明のドラム式洗濯機は、行程進行中（特に排水中）にフィルター装置の装着が不完
全である事を検知した場合、表示手段にユーザー処置の異常表示によりキャップの再締め
付けを知らせつつ、排水弁を閉じ、排水ポンプを駆動させるため、排水弁と排水ポンプの
間に溜まっている洗濯水を排水ポンプにより即座に排出し、フィルター部からの洗濯水の
漏れを抑制できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　第１の発明は、洗濯衣類を投入する回転ドラムを回転自在に収容する水槽と、前記水槽
を揺動自在に収容する洗濯機筐体と、前記水槽内に給水する給水手段と、前記水槽内の洗
濯水を排水または止水する排水弁と、前記排水弁の下流側に構成した排水ポンプと、前記
排水弁と前記排水ポンプの間に配設した糸屑等の異物を捕獲するフィルター体と、前記フ
ィルター体を回転方向及び軸方向に操作可能なつまみを有するキャップと、前記フィルタ
ー体および前記キャップを内包するフィルターケースと、前記フィルターケースに取り付
けたリードスイッチと、前記リードスイッチに対応する位置の前記キャップに取り付けた
磁性体と、前記フィルター体と前記フィルターケースとで水封するフィルター装置と、前
記排水弁と前記フィルター装置をつなぐホースと、前記排水ポンプから機外へ洗濯水を排
出するための排水ホースと、洗濯のコースおよび時間等を表示するための表示手段と、洗
濯、すすぎ、脱水等の一連の行程を制御する制御装置とを備え、前記キャップは、前記洗
濯機筐体外方より着脱操作できるように装着し、前記キャップの操作で前記フィルター体
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の水封をした状態のときに、前記キャップに取り付けた前記磁性体が、前記リードスイッ
チに対応してＯＮとなるように構成し、前記制御装置は、行程のスタート信号が入力され
た時、前記水槽内に洗濯水を給水する給水行程以前、および洗濯行程で、前記リードスイ
ッチからのＯＮ信号が入力されない場合には、行程の進行を停止し前記表示手段に異常報
知をする構成とし、すすぎ行程以降の前記排水弁を開く動作を有する行程で、前記リード
スイッチからのＯＮ信号が入力されない場合には、行程の進行を停止し前記表示手段に異
常報知すると共に、前記排水弁を閉じ、前記排水ポンプを駆動させて前記排水弁と前記排
水ポンプの間の水を排水する構成にしたことにより、行程進行中（特に排水中）にフィル
ター装置の装着が不完全である事を検知した場合、表示手段にユーザー処置の異常表示に
よりキャップの再締め付けを知らせつつ、排水弁を閉じ、排水ポンプを駆動させるため、
排水弁と排水ポンプの間に溜まっている洗濯水を排水ポンプにより即座に排出し、フィル
ター部からの洗濯水の漏れを抑制できる。
【００２４】
　また、水槽に給水がなされていない状態や、フィルター部や排水ポンプ部に洗濯水が充
満していない洗濯行程ではフィルター装置の装着が不完全である事を検知した場合には、
排水弁や排水ポンプの動作をすることなく、行程の動作開始前に報知するので、使用者は
いち早く対応が可能となる。
【００２５】
　第２の発明は、特に第１の発明の制御装置を、行程の途中でリードスイッチからのＯＮ
信号が入力されなくなり、その後再度ＯＮ信号が入力された場合、もとの行程動作に戻る
設定にしたことにより、誤って使用者がフィルター装置を開いたとしても再度閉じれば洗
濯時間が伸びることはない。
【００２６】
　（実施の形態１）
　本発明の第１の実施の形態におけるドラム式洗濯機について、図１～３を用いて説明す
る。図１は、本実施の形態におけるドラム式洗濯機の断面図、図２は、同フィルター装置
を装着した時の部分断面図、図３は、同洗濯機の制御フローチャートである。
【００２７】
　図１において、前方に円状の衣類投入口２５を有する回転ドラム５と、回転ドラム５を
回転自在に収容する水槽１とを洗濯機筐体２内に配設し、洗濯機筐体２の正面に設けられ
た扉体８から回転ドラム５内へ衣類の出し入れ行うドラム形式のドラム式洗濯機を構成し
ている。
【００２８】
　回転ドラム５は、有底円筒形の開口部側を洗濯機筐体２の正面側に、底面側を洗濯機筐
体２の背面側にして、水槽１内に配置され、その回転軸１５は水槽１の背面に設けられた
軸受１６で軸支されている。
【００２９】
　水槽１の下面に取り付けられたドラム駆動モータ４の回転駆動軸に装着された駆動プー
リ１７ａと、回転軸１５側の従動プーリ１７ｂとの間に駆動ベルト１９が架設されたベル
ト駆動構造により、ドラム駆動モータ４によって回転ドラム５は回転駆動される。
【００３０】
　洗濯機筐体２内部上方に配した給水手段２１より水槽１内部に洗濯水が給水され、回転
ドラム５の周面には多数の透孔２０が形成されて水槽１内との間で水の流通ができるよう
に構成され、回転ドラム５の回転により衣類を上方に持ち上げ、上方から落下させる叩き
洗いの作用がなされるように構成されている。
【００３１】
　水槽１内の洗濯水の排水を開放または止水する排水弁１０は、水槽１の下部に設置され
ており、排水弁１０と洗濯水を強制的に排出させる排水ポンプ１１とをつなぐ排水経路の
途中にフィルター装置１２を配設する。
【００３２】
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　排水弁１０とフィルター装置１２の間にはゴム等の弾性体で構成したホース１３を連接
し、排水ポンプ１１の先には洗濯水を排水する排水ホース６を配管する。
【００３３】
　排水ポンプ１１を構成する理由は、洗濯機機外へ洗濯水を排水する際に排水場所が洗濯
機設置面より高い場所の場合、排水ホース６の先端６ａを図のように持ち上げた際の揚程
を求められているからである。また、揚程が不要の床面以下の排水溝等に排水する場合で
も、排水ポンプ１１により強制排水することにより時間短縮が図れることにもなる。
【００３４】
　洗濯機筐体２の前面下方に形成した凹部７に、排水中の糸屑等の異物除去をするフィル
ター装置１２の操作を行う平面形状が略円形のキャップ３１を配し、該キャップ３１は、
後述するフィルター装置１２の着脱のために回転方向、およびフィルター装置１２の取り
出しのために軸方向に可動な構成である。
【００３５】
　このように排水経路とすることで、排水ポンプ１１への配管の前構造で糸屑等のゴミを
収集できるので、排水ポンプ１１の詰まりおよび洗濯機設置場所の排水管路に詰まること
を阻止できる。
【００３６】
　洗濯行程中は、排水弁１０は閉じた状態であり、ホース１３には洗濯水は充填されない
ので空洞になっているため、この時にはキャップ３１を操作して後述するフィルター体を
取り外したとしてもフィルター装置１２から水漏れする不具合は発生しない。
【００３７】
　洗濯機筐体２上部内方には、洗濯、すすぎ、脱水、等の一連の行程を制御し、ドラム駆
動モータ４、排水弁１０や排水ポンプ１１を制御するマイクロコンピュータ等を内蔵した
制御装置３を配設し、洗濯機筺体上部前面には、洗濯機運転のスタートスイッチ等の入力
手段や、洗濯コースや残り時間等を表示するための表示手段２２が配設されている。
【００３８】
　図２の部分断面図に示すように、キャップ３１は、洗濯機筺体２に形成した凹部７内に
洗濯機筺体２の外郭線９より外方に突出しないよう収納される。キャップ３１には洗濯機
筺体２前面側（図２で左側）に使用者が指でつまんで回転操作するための、一文字型のつ
まみ３２を一体形成し、裏面即ち洗濯機筺体２内方には、キャップ３１に形成した凸係合
部３８に、フィルター体３４に形成した凹係合部３３を回動自在に係着させて連接し、つ
まみ３２を指等で摘んでキャップ３１の軸方向に引き出し、フィルター体３４を機外に取
り出せるようになっている。
【００３９】
　キャップ３１およびフィルター体３４は、流入口３６および流出口３７を有するフィル
ターケース３９内部に収納され、フィルター体３４のキャップ３１側の連接部の外周円筒
部３５の外周にはゴム等の弾性体にて構成されたＯリング４０を装着し、フィルターケー
ス３９のフィルターケース前面４１に密接させて水封がなされる。
【００４０】
　糸屑等の異物を含んだ洗濯排水は、流入口３６からフィルター体３４を通過する際にフ
ィルター体３４に係着し、異物が除去された状態で流出口３７から、排水ポンプ１１によ
り送り出され、更に第１図の排水ホース６を介して機外に排出する。
【００４１】
　フィルターケース３９の洗濯機筺体２の凹部７側には、一体形成した径大の円筒部４２
を構成し、該円筒部４２内部にキャップ３１を回動自在収納すると共に、円筒部４２の内
周部には複数個の突条４３を形成し、キャップ３１の外周部４４に形成した突起４５をフ
ィルター体３４側に押圧することにより、Ｏリング４０を外周円筒部３５を介してフィル
ターケース前面４１に押圧することにより、フィルターケース３９内部の洗濯水と外部と
が水封される。
【００４２】
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　キャップ３１の外周部４４の一部には磁性体４６を収納し、一方フィルターケース３９
の円筒部４２の外周上部に取付板４７を一体形成し、該取付板４７にリードスイッチ４８
を取り付ける。磁性体４６の位置に対応して、リードスイッチ４８内部の磁気対応動作部
４９を近接可能に対応させる。
【００４３】
　即ち、磁性体４６と磁気対応動作部４９とがキャップ３１の回転方向並びに軸方向の両
方が合致した場合にのみリードスイッチ４８はＯＮ状態となり、信号線５２より制御装置
３にキャップ３１の正常な装着がなされていることを入力する構成である。
【００４４】
　以下、図３の制御フローチャートに従って、　使用者が洗濯運転操作しようとした際の
リードスイッチ４８からの信号に応じて水漏れや溢れの防止の構成を説明する。
【００４５】
　使用者は洗濯機に衣類や洗剤を所定に投入し、電源スイッチをＯＮし（Ｓ１００）続い
て運転を希望するコース設定を行い（Ｓ１０１）次にスタートスイッチを入力（Ｓ１０２
）する。
【００４６】
　ここで、制御装置３は、運転開始前にフィルター部のリードスイッチ４８が入力されて
いるか、否かを判定する（Ｓ１０３）。
【００４７】
　フィルター装着がＯＮ状態、即ち完全な状態に装着がなされている、と検知されたら、
洗濯機は運転開始（Ｓ１０４）し、水槽への給水が開始され洗濯行程が開始する（Ｓ１０
５）。
【００４８】
　ステップＳ１０３で、リードスイッチ４８がＯＦＦ状態、即ち入力されていなければ、
行程の運転を停止し（Ｓ１１０）、直ちに異常報知に進み、図１の表示手段２２に、予め
設定された「使用者の操作にて修理可能な異常報知」の「フィルター部再締め付け」等を
意味する表示を行い（Ｓ１１１）、フィルターキャップを正しく装着し（Ｓ１１２）再び
リードスイッチ４８が入力されているか、否かを判定する（Ｓ１０３）。
【００４９】
　即ち、フィルターを正常に装着すれば（Ｓ１１２）新たな操作をすることなく、直ちに
元の作業ステップであるＳ１０３のリードスイッチ検知に自動的に復帰する。
【００５０】
　洗濯行程（Ｓ１０５）においてもリードスイッチ検知を継続し（Ｓ１０６）、フィルタ
ー装着がＯＮ状態、即ち完全な状態に装着がなされている、と検知されたら、次行程のす
すぎ行程に進む（Ｓ１０７）。
【００５１】
　ステップＳ１０６で、リードスイッチ４８が何らかの理由（例えば洗濯行程中に、キャ
ップ３１を操作した等）でＯＦＦ状態になれば、直ちに行程の進行を停止し（Ｓ１１０）
、異常報知（Ｓ１１１）を行いフィルターの正常装着（Ｓ１１２）することを表示手段に
報知する。
【００５２】
　洗濯中は、排水弁１０は閉じている為、フィルター部、排水ポンプ部には洗濯水が充満
していないので、フィルター部からの洗濯水の流出、漏れ等はないので、フィルター部の
操作で水漏れは生じない。
【００５３】
　すすぎ行程（Ｓ１０７）に移行してもリードスイッチ検知を継続し（Ｓ１０８）、何ら
かの理由（例えばすすぎ行程中に、キャップ３１を操作した、あるいは排水中にフィルタ
ー体３４を外した等）でＯＦＦ状態になれば、直ちに行程の進行を停止し（Ｓ１１４）、
異常報知（Ｓ１１５）を行い、排水弁１０を閉状態（Ｓ１１６）にし水槽１からの排水を
停止して、かつ排水ポンプ１１の駆動を行う（Ｓ１１７）ことにより、ホース１３、フィ
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ルター装置１２内方の洗濯水を排出する。
【００５４】
　Ｓ１１４からＳ１１８のステップは、フィルター装置１２に異常があれば、水槽１から
の排水を止水し、排水ポンプ１１を駆動する事により、フィルター装着をやり直し作業を
している間の水漏れを無くすことにある。
【００５５】
　キャップ３１が完全な状態に装着がなされ（Ｓ１１８）、再度リードスイッチ４８がＯ
Ｎ状態に復帰したことが確認されれば（Ｓ１０８）、新たな操作をすることなく行程が開
始され終了まで進行する（Ｓ１０９）。
【００５６】
　以上のように構成されたドラム式洗濯機について、以下その動作、作用を説明する。
【００５７】
　扉体８を開いて回転ドラム５内に及び洗剤を投入して洗濯機の運転を開始させると、洗
濯機筐体２内には給水手段２１から所定量の注水がなされ、ドラム駆動モータ４により回
転ドラム５が回転駆動されて洗濯行程が開始される。
【００５８】
　行程スタート前や洗濯行程中は、排水弁１０が閉じた状態であるためフィルター体３４
を取り出したとしても水漏れすることはないが、キャップ３１が正常な位置に装着されて
いなければ、次行程の排水行程で多量の水漏れを起こす恐れがあることを、異常報知とし
て前以って知らしめる事ができる。
【００５９】
　更に、すすぎや排水中などの行程の途中で、フィルター装置１２のキャップ３１が正常
に装着されない状態が生じても排水弁１０を閉じ、排水ポンプ１１を駆動するため、フィ
ルター装置１２部からの水漏れを防止しフィルターの正常な装着後は、以降の行程を安全
に推進できる。
【００６０】
　また、行程途中でフィルター装置１２のフィルター体３４に異物が溜りすぎて、排水時
間が異常に長くなり排水異常が発生した場合、従来例では水漏れの恐れがあるため、フィ
ルター装置部１２を掃除の為に開けることが出来なかったが、本願では、異物除去が可能
となる。
【００６１】
　以上のように、本実施の形態においては、フィルター装置部に洗濯水が充満しているか
否かで、フィルター装着の異常の際の制御を変化させることにより、洗濯水が充填してい
る場合には排水ポンプを駆動するため、フィルター装置部からの水漏れを抑制し、安全に
洗濯することが可能である。
【産業上の利用可能性】
【００６２】
　以上のように、本発明にかかるドラム式洗濯機は、作業者が手作業で排水内の異物の除
去を定期的に行うフィルター装置の着脱作業の際の、取付不完全による漏水を確実に報知
と処置が可能となるので、洗濯機全般および異物の混ざる排水を伴う機器に応用、適用が
出来る。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】本実施の形態におけるドラム式洗濯機の断面図
【図２】同洗濯機のフィルター装置を装着した時の部分断面図
【図３】同洗濯機の制御フローチャート
【図４】従来のドラム式洗濯機の断面図
【図５】他の従来例のドラム式洗濯機の外観図
【図６】同従来洗濯機のフィルター装置周辺の斜視図
【図７】同従来洗濯機のフィルター装置の蓋体部分の正面図
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【符号の説明】
【００６４】
　１　　水槽
　２　　洗濯機筐体
　３　　制御装置
　５　　回転ドラム
　６　　排水ホース
　２１　給水手段
　１０　排水弁
　１１　排水ポンプ
　１２　フィルター装置部
　１３　ホース
　２２　表示手段
　３１　キャップ
　３２　つまみ
　３４　フィルター体
　３９　フィルターケース
　４０　Ｏリング
　４６　磁性体
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